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今、全国で注目されているこのゲームは、スリ 

ルと美少女いっぱいの大河AVG !? 画面数も 

ここに載せた写真の3倍はあるそ/ なお、ゲ 

一厶を解く楽しみを減らさないため、カンジン 

の画面やヒントは掲載してないので、あしからず。 

PC-8801 mk IISR シリーズ 5D 

6800円 PC-9801シ1 Jーズ 3.5-5HD 

MSX2 3.5DD 

■発売元/エルフ 
■発売中/(88版は7月17日、MSX版は8月17日の発売予定） 
※画面は98版のものです。 
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〇これが主人公の ''はつしばりゆろすけ〃。職業(7)は考古学者。 〇オープニングでは、美少女が突然化け物に//しかし、これはり 
ちなみに主人公の名前は、ゲームを始める前に変えることができる ゆラすけの夢の中の出来事。この直後、電話の音で目が覚めるのだ 

〇電話の主は ''斉藤竜三〃 
といろ男。通りすがりの 
骨董品屋で買った杖を、 
りゆうすけに調べてほし 

〇杖には意味不明の文字が書かれた5本のリングがはめてある。な 
んでもこの杖を手に入れてから、不思議な夢を見続けているといラ 

杖を！Bベてほしいと 
依騮在れて…… 
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〇てなわけで、さっそく杖を売っていた骨董品屋に行ってみた。杖 
は、エキゾチックなばあさんがガラス玉と一緒に売ったものだった 

〇斉藤さんが務める太平洋電気の受付嬢。性格がコロコロ変わる名 
物の2人組で、やりとりが面白いぞ 

けべ美斉〇 
ら女藤り 
ずがさゆ 

'現んろ 
たれがす 
だた言け 
手。つの 
招一て夢 
き言いの 
すちた中 
るし謎に 
だやのも 

〇斉藤さんの秘書の''越谷はるな"。斉藤さんのことを尋ねると「斉 
藤専務は、事故で死にましたjだってI? 



〇斉藤夫人（亜美）の話によれば、斉藤さんはひき逃げされて死ん 〇ますます杖に興味を持ったりゆろすけは、同じ考古学者仲間の''本 
だらしいが、不振な点がいくつかあって取り調べ中だとか…… 田美々子（通称がちやこ）に応援を頼んだ 

〇りゆうすけは、日本考古学会の責任者w日向雷造"に学会本部の 〇学会本部の前には、いつも警備員が見張りをしている。がちやこ 
立ち入りを禁止されている身。がちやこの協力で本部内にいざ侵入 の助手に変装し、本部内の資料室へ向かラのだ 

し響、攀八n 
斉騸&んが傅者かに 

ひB雄げされて死ij/ 
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〇がちやこの親戚、''綾瀬さおり"の一言により、杖に書いてある 〇どうにかこうにか新宿の父の家にたどりついた3人は、その 
文字を、占いの権威である ''新宿の父〃に見てもらおろと…… 前で洗濯をしている少女wりやんりやん"と出会ラ 

〇これがにつくキJ "日向雷 
造〃。学会の研修旅行が熱海 

になつたのを抗議したため、 
敵視されるはめに^: 
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〇新宿の父の話によると、杖のリングに書かれた文字は、古代エジ 〇自分の部屋に戻ってきたりゅうすけは、ドアを開けてビック1J// 

プトの術者が使っていた文字らしい。これはいったいI? 部屋が荒らされ、つ、杖が盗まれてしまった/ 

〇杖を盗んだのは日向に違いない/と、学会本部に乗り込んだりゅ 〇そして、日向の部屋の扉を開くとそこには. 

ろすけ。資料室にはがちやこに思いを寄せる ''ゲンヂ〃がいる 見られた日向は、「杖は考古学会のものだ/」と怒鳴る 
恥ずかしい姿を 

Wv 響 \\ V 1^1 
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あさo 
さ'何 
ん杖度 
とを目 
遭売か 
遇つに 

°た骨 
しエ董 
かキ叩 
しゾ屋 
何チを 
かツ訪 
変クれ 
だなた 
そばと 

〇日向の部屋にこっそり忍び込んだ。いろいろ捜してみたが、 
を捜しても杖は見つからない。ラ〜ん、ここじやないのかな7 

TI 

〇学会本部の警備が厳重になってしまった。しよろがない、がちや 
このパンテイと引き換えに、ゲンヂに頼んでみよう/ 

〇斉藤さんの遺 
体が戻って来た。 
その中に入って 
いたメモの意味 
をガチヤコと調 
べるのだ 
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〇どうやら斉藤さんがりゆうすけに伝えたかったのは、この（夢の 〇日向の自宅をつきとめたりゆうすけは、再び杖の行方を追ってそ 
中に出てきた美女の）絵のことだったらしい こに向かった。これまた、見てビックリ/ 

〇そして家の中から出て吉たのは……日向夫人I?なにやら日向は、 〇なんと日向は、世界中の骨董品を私物化していたのだ。そこには、 
ここ1か月、家に帰ってきてないようだが…… 盗まれた杖といっしょになぜかガラス玉もI? 

杖赛揉している■の 
数々の不思議な出来事 



A yM^Ats： 
〇どろやら杖のリング 
に書かれた文字の組み 
合わせによって、起こ 
る出来事が異なるらし 
い。回してみよう/ 

〇ボセイドニア島に向かろ空 
港で、がちやこを待つりゆラ 
すけ。しかし、来たのは黒服 
の男だった 

p((( 
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〇杖の中から出てきた美女の絵にガラス玉を近づけると、なんとボ 
セイドニア島の地図が浮かび上がった。さっそく旅行の準備だ/ 

〇黒服の男は空港でテープを手渡し、消えていった。そして、その 
テープには捕らわれたがちやこの姿がI?犯人はもちろん日向だ 



〇がちゃこのマンションの前で、ゲンヂがうろうろしていた。ゲン 〇てなわけで、学会支部のある3か所をチェック/ ちなみに、こ 
ヂの話によると、日向は学会支部の地図を持っていったと言う の人は飛行機の中で、いつも起こしてくれるスチュワーデスさん0 

1 

r/ 

'h 

〇がちやこを捜し回つてい 
ると、偶然にもかおりに出 

会う。GJ人でがちや^: 

方を追|つのだ 

^ Uンクの文字の謎が解明。 
ハしかし•が右や3が嫌篇9 



12 

rtJF^ n A W^：f /〒ら〇し^PT 

oここは、北海道にある学会支部。とりあえ令中に入ってみたが、 〇続いて新幹線に乗って大阪支部へ。 
ここにやって来た形跡はないようだ…… らしい- 



〇地元のガイドの話だと、地図に記されていた地域には》オフェラ 
族〃とい3好戦的な部族が住んでいるといラ。こ、怖い// 

逃げたいけど、もラあとには引けない 

w、iwn n v し^vnn 

〇〃オフエラ族"の長老ラフィンの出現 
によつて、なんとか森に入ることを許可 

された 

がSや3を載出して 
ポセイKニア島へGo/ 
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〇道に迷いながらも森林の奥地に足を進めていく、りゅうすけとが 〇ついに伝説の神が住んでいるという神殿にたどり着いた。果たし 
ちゃこ てこの中に、杖の謎を解くすべてが本当に隠されているのだろうか 
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4鼸0>中こ» 
最後の試鐮が待〇ていた 

〇なんとか危機を脱出したりゆ 
fつすけの前に、夢の中の美女が 

……。すべての謎が解けたもの 
の、最後の試練が待つていた 

閉院、 
〇病 

胃、111 

〇そラか、こうすればいいんだ//と思うやいなや、そこに日向と黒 
服の男が立ちはだかった。またしても、コイツ/ 

〇地下帝国に閉じ込められたりゅ-つすけ 
は、神殿にあつた像と同じ型の人形を持 

つ女のn3人を捜すことに…… 
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〇ここで出会ろ女のコは、なぜかみんなカワイイ。でも、早く元の 
世界に帰らないと……。がちやこが心配なりゆろすけ 

すにいをめ〇 
る夢°交に人 
ののそえは形 
だ中しな' を 
のてい女捜 
美 'とのし 
女9いコ出 
と香けとす 
0目な体た 

To be 

continued 
〇女のコは、みんなりゅろすけの体を欲している。だから、気持ち 〇女のコは、夢の中の美少女を入れて全部でg人。しかし、何度で 
よく受け入れてくれるのだ〇 も求めてくる女のコもいるので、心ず全員と〇できるとは限らない 続きはパソコンで/ 
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微態ぬ:滅腿::;糊 

To be 

continued 

続きはパソコンで/ 
0超神伝説の本当の意味を知るため、天邪鬼は獣人界に戻った。長 
老ならば何か知っているはずだ 

〇長老は自らの最後の力で、天邪鬼を未来に飛ばしてくれるという。 
そこで、超神が作ったユートピアを見てこいというのだ 

〇未来に飛ばされた天邪鬼。そこは人間界、獣人界、魔界がひとつ 
になってはいたが、その世界はユートピアどころか地獄であった 

〇世界中をメチャクチャにした破壊神が、化石となって残っていた。 
そして、現代に戻った天邪鬼が見たものは…… 
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wmmmm 州“、 
■  _k•:H•入^^‘.‘ こ、；*'•：%'»T1 0いに鼷神が復活かip 

それとも. 



圓癱 
〇邪皇には勝った天邪鬼だが、超神が本当にユートピアを創造する 〇明美に密かに憧れていた仁木が、突然実力行使にでた。明美をさ 
神であるのか、わからなくなって吉た らつていつたのだ 

〇壁には血で資材置き場に来いと書いてあった。天邪鬼と南雲は資 〇そこには、ほとんど裸にされている明美とi：木の姿があった。彼 
材置き場へと向かろ は邪皇によって、魔界の力を手に入れていたのだ 



〇やはり〇〇が超神だったらしい。魔界のものたちは、超神復活を 〇邪皇と再び決闘することになった天邪鬼。邪皇の待つ学校へと向 
阻止するため、キミたちの命を狙っているのだ かつた…… 

〇邪皇は超神が復活することの本当の意味を知っているのかと天邪 〇永遠の世界を……、3つの世界をひとつにして、ユートピアを創 
鬼にきいた るのが超神伝説ではないか 

ライバルBB麈現る/ 
81神が創進する世界Uはp 
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〇魔界ナン八一lの実力を持つ邪皇。天邪鬼と彼は、かつて一度だ 
け決闘したことがあった 

〇南雲と明美かこの公園に来ているらしいか、どこにいるんだ7 〇いたいた、こんなところにいたそ。何をしているのかと思えば、 
このメチヤ大変なとき:に…… やっぱり0なことしてたのね 

m 

微論1城 〇邪皇はすでに超神 
が誰であるのか知つ 

ていた。そして、こ 
れを絶対に阻止する 

気でいるらしい。し 
まつた/ 



〇超神の血をなめたものは、一時的に超神の力を手に入れられると 〇翌日、ひとみに聞いてみたところ、そのときにのぞいていた人物 
いうが、このとき、尾崎はこの男の血をなめたせいで…… は意外な人物であった 

〇このエ藤先生、どうも魔界の臭いがするような気がしてならない。 〇相変わらず仲がいい2人。まったくもう、昼間っから学校でイチ 
それに、オレが超神を捜しているということも知っているようだ ヤイチヤしやがって…… 

11 

二•.•凝！^ いつたい♦超神は£3にQ 
まさか♦ 3の人物がQ 
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〇髪が真っ白r?尾崎、，尾崎/……し、死んでいる？しヽったい何 〇坂本が「夜、宿舎で何かが起こっている」と言っていたので、そ 
が起こったんだ7 こに行ってみると 

〇尾崎の死因を調べ 
るため、彼の記憶を 

映し出していたら' 
いキJなりひとみとの 

?>シーンが出，てきち 
やつた. 



〇……ひよつとして、ここはキヤパなんとかといラところか7尾 〇超神はアレにモノすごく強いといラが、やはり尾崎が超神なのだ 
崎は高校生でありながら、こんなところに出入りしているようだ ろうか. 

最有力候捕の尾崎の身- 
何かが起0た/ 



〇彼の名前は仁木。彼は明美に片思いしtいた男子生徒のひとDだ 〇天邪鬼はろう下でばっfcD南雲に会った0今晩、尾崎がい.いとこ 
つたらレい ろに連れていってくれるので、それに付き合ってぼしいという 

〇尾1奇は「来ればわかるよ」とい3て、なかなか教えてくれない。 〇どうやら、繁華街まで来たようだが……。ひょっとして、いいと 
いったい、どこC行くんだ？ ころっていうのは、まさか…… 



〇天邪鬼も獣人界に残してきたミミといろ彼女がいた。南雲と明美 〇超神を見つけたら、必ず真先にお前のところに戻ってくる。そろ 
を見ていて、天邪鬼はミミを思い出していた ミミと約束した 

〇超神候補の最後のひとり、坂本によろやく会えたが、彼の放つ臭 〇窓際でひとり暗く沈んでいる生徒がいた。なにやら、「明美ちゃん 
いは人間のものとは明らかに違っていた .」なんてつぶやいているが  

超神讎補の3人. 
Zの中❻鼸かが目覚める9 
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〇天邪鬼の目がキラリと光った。そのまぶしさが消えると、もろ魔 
界のヤツは粉々になっていた 

〇魔界から解放された三上先生。その上にいるのは黒子。天邪鬼の 〇そんな事件があってから数日後。あの事件以来、すっかり仲良く 
子分のようなものだ なった明美と南雲 

〇天邪鬼といIつ名前 
を聞いただけでビビ 

ツたようだが' それ 
でも天邪鬼をIIつて 

ぎた。南雲は腰を抜 
かしたよラだ 



〇奥にいる男子生徒は南雲辰男。明美にホレているらしい。手前に 
いるのは三上先生だが“•…、ん7なんか臭うそ!？ 

〇どろやら、明美を利用して超神の復活を阻止しよラとしているら 
しい。そうはさせるか/ 度のザコは天邪鬼の敵ではない 
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mmmmmsmsm o助けた女子生徒は尾 
崎の彼女、山下ひとみ 

だつた。だから、親衛 
豚がリンチしてたのか 
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〇テニス部の坂本浩司も超神候補のひとり。だが、テニスコートに 
彼の姿はなかった 

〇バスケット部のキャプテン、尾崎正志だ。いまのところ、彼が一 
番の超神候補なのだが…… 

〇尾崎には親衛隊がいる。尾崎と話すときは私たちを通せだって。 
やってらんね一よ 

会ま 
つず 
Zlt 
み翹 
る神 
かの 
候 
捕 
0> 
3 
人 
に 



人憩よ、おごなうりt 
人の(Dに見め2> ばいりV世界㈡さ芘ら 

この世/こ魔界、獣ノ、界、人憩界あり 
三界/こ一つの仿説忘り 

v，つのQ，、この世u、、超神’らん 

、、起神mりしパ、 
三つの世界を一つヒし、無限の世界 

まだゲー厶をしていない人は、こ 

前田俊夫原作の人気コミックを 

エアリーテールが完全AVG化/ 

れを読んで少しだけ楽しんでね。ゲームの答え 

となるようなシーンやヒントは載せていないの 

で、気になる人はゲー厶しよろ。 

PC-9801シリーズ 3.5-5HD 
PC-8801ml<iiSR シリーズ 5D 

6800円 
X68000シ U—ズ 5HD 
MSX2 3.5DD 
■発売元/フェアU—テール、ソフトベンダー武尊 
■発売中(X68K版は7月中旬発売予定） 
※画面は98版のちのです 
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